
特集・エネルギー

エネルギーモデル

1.はじめに

国や地域において，エネルギーに関連する研究

開発計画や新技術の実施計画をÎT.てる際，環境，

価格などに関する政策を立案する際，その効果を

できるだけ定量的に検討し評価寸るための道具と

して使われるのがエネルギーモデルである.資源

ナショナリズムの台頭や資源・環境の有限性の認

識の深まりとともに，各国ともエネルギーハート

技術のR&Dをより積極的に進めると同時に，そ

れらを評価分析するためのエネルギーモデルの開

発も急ぎつつあり，すでにその一部は計画立案に

反映されるようになってきている.このエネルギ

ーモデルは，当然のことではあるが，モデル分析

の目的をふまえて，モデル開発のための期間，人

力，資金などの範囲内で，実際の姿を十分表現し

たものでなければならない.

本稿では，エネルギーモデルの概念を理解して

もらうため，モデルが具備すべき一般的条件と，

発表されている若干のモデルについて述べるつも

りである.

2. エネルギーモデルの概念

エネルギーモデルを考えるにあたってもっとも

重要な点は，社会活動をどう認識するかであろ

(e) 

図 1 エネノレギーと生産物の流れ【(乱)~(e)は本文と対応J

4 

川上潤三・

う.図 1 は筆者の認識をまとめたものである.す

なわち，ある地域(または国)の社会活動を，エネ

ルギーシステム，一般産業，最終需要の 3 つのブ

ロックと，それらの聞のエネルギーと生産物の流

れとして把握してし、る.エネルギーシステムは，

電力，石油，石炭，都市ガスなどのエネルギー産

業，すなわち，エネルギーの輸活，変換，貯蔵，

配給などの活動とそのための，m設備を含む般

産業フロ y クはエネルギ一以外のすへての産業の

生産活動とその設備を含む. 最終需要プロノク

は，家計，政府などの活動と設備を含む.ここで

エネルギー産業をことさら-般産業から分離した

のは，エネノレギーの流れをくわしく見たいがため

である.図中の矢印はエネルギーと製品やサービ

スの流れをあらわしている. この他， 労働や賃

金，資金ーなどの流れも考慮すべきであろうが， こ

こでは説明を簡単にするため省略した.

このようなエネルギーや生産物の流れは，少な

くとも図 2 のように価格を媒介とする経済原則に

支配されているし，また技術的なものなど多くの

要因に支配されている.エネルギーモデルでは，

このような因果関係をできるだけ内生化すること

が望ましく，必然、的にエネルギーモデルはフィー

図 2 経済的な決定機構
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図 3 エネノレギーシステムの例7l

ドパッグモデルにならざるを得ない.以下ではこ

れらの流れについて，その特徴やモデル化すべき

事項などについて説明する.

2.1 エネルギーの流れ

(a) エネルギーシステム内部街々のエネルギ

ーの輸送，変換，貯蔵，配給のための設備を介し

て流れる一次，二次エネルギーと， 清設備の効

率，特量，運転特性などの技術的特性や，その運

転コスト，建設コストなどの経済的特1''1:合はじ

め，安全性，環境1"1:などの消特性を合んでいる.

図 3 はこの一例を示したものであり，エネルギー

の流れと諸特性の関係は，たとえば五油火力発

電設備へ入る電池の量:と発生する電力の比が所与

の効率以下で、あり，また瞬時に発生する電力がそ

の設備界最以下であることなどである.エネルギ

ーモデ、ルを考える際には， (i) エネルギーの貯蔵

特性，輸送特性の違いによって，運転パターンや

システムの構成が異なる. (ii) 1 種類のエネルギ

ーをつくる方法が複数ある. (たとえば電力を発

生するのに，水力，原子力をはじめ， If(油，原油，

石炭， LNGなどによる火力発電が可能) (iii) 

エネルギーの流れには，設備を運転するのに使う

エネルギー(たとえばウラン濃縮のための電力な

ど)もある.などの点を考慮しなくてはなら向.

1978 年 1 月号

図 3 でも， (i) の理由から，数種類の火力発電を

あっかっている.

(b:' エネルギー需要:エネルギーの消費部門で

ある一般産業と最終需要への各種エネルギーの流

れと， 消費のために各種利用設備の技術的特性

(効率，容量，寿命)や経済的特性(価格，運転費)

などをあらわしている.モデルを考える際に重要

な点、は，エネルギー需要を決定する機構のあっか

いであろう.エネルギーの総消費量は，国や地域

の経済活動のレベルと核接に結びついていること

が知られている.たとえば，ある産業の技術や規

模に変化がなければ，生産のため使うエネルギー

の量は，ほぼその生産水準に比例すると考えられ

るし，家計のエネルギー消費は気候や宵慣にもよ

るが，生活レベルの向上によって増加することが

考えられる.さらに，エネルギーの総消費量とと

もに，その内訳，すなわち二次エネルギーの種類

ごとの消費量も，その相対価格，利用設備の価格

と'1;j;命，使いやすさ，需要家の好みや安全性など

によって影響を受けるであろう.

t)、上のような事実を考慮して，エネルギーシス

テムプロックでは，エネルギ一種類ごとの相対価

格か内生化されることが望ましく，一般産業，最
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終需要ブロッグではその需要量が種別に内生化さ

れることが望ましい.このため，エネルギーの種

類は適当に分類されていなくてはならない.

2.2 生産物の流れ

(c) 一般産業ブロック内部:製鉄，機械，サー

ビスなどエネルギー産業以外の産業のっくり出す

財のうち，原料などの中間財と生産規模の拡大や

更新のための資本財などの流れと，その生産活動

が関係する技術的経済的な要因をあらわしてい

る.モデルを考える際には，①産業の部門分け，

②財の尺度，などを決定する必要がある.すべて

の生産プロセスを陽に表現することは，その数が

あまりに膨大なため現実的で、なく全生産プロセス

または産業を適当に分割することが必要となる.

この結果分割された個々の部門の生産物を物量で

あっかうか統一尺度である金額であっかうかも決

めなくてはならない.各部門の生産物が 1 種類と

ばかぎらないので金額ベースであっかうのが普通

であるが，モデル分析の目的によっては特定の部

門だけ物量ベースであっかうことも必要となる.

モデル化する際重要な点は， (i) 中間財需要量

決定の機構， (ii) 各財の(相対)価格決定の機構，

(iii)資本投資決定の機構，などの表現方法である.

これらの機構をモデルで内生化しようとすれば，

代替性とスケールメリットに注意しなくてはなら

ない.代替性すなわち中間財や生産技術の代替性

とは，自動化の推進，高性能設備の使用，生産技

術の革新などによって，同量の製品をつくるとき

に， 使用する中間財(エネルギーも含めて) , 労

働力，資本の量とその割合が変化しうることであ

る.この代替性は，財の相対価格，技術水準，法

規制jなどによって左右されると考えられるが，設

備建設の遅れなどによるある程度の慣性ももって

いる.もしモテ'ル分析の目的がこの代替性に影響

するような技術革新や政策の評価であれば，当然

この点は内生化しなくてはならない.この代替性

やスケールメリットは本質的に非線形なため表現

が困難な点である.スケーノレメリットはある程度

B 

以上の規模の産業部門については考慮しなくても

よいと考えられる.

(d) 非エネルギ{財の需要:エネルギーシステ

ムの稼動に必要な中間財や，その設備拡大や更新

のための資本財(たとえば発電機，送電線，パイ

プライン，タンカ~- )と，最終需要ブロックにお

ける財の消費(たとえば，食料，衣料，テレビ，

種々のサービス)や公共投資などをあらわす.モ

デルを考える際に電要な点は， (b) と同様に需要決

定機構の表現であろう.エネルギー νステムの需

要は，その生産活動や設備投資によって決まる.

この点は従来あまり配慮されていないが，たとえ

ば原子力発電のように比較的資本費(設備建設の

ための諸費用，原子力の場合はとくに初装荷の燃

料も含めることにする)の大きい場合は，一般産

業に誘発される生産量が大きく，結果的に新しく

エネルギー需要がっくり出され，短期的(たとえ

ば建設期間)に大きな需要増の原因となりうるの

で，モデルで内生化することが望ましい.最終需

要ブロックでの需要は，相対価格，効用，製品の

寿命，生活レベル，社会的背慣などで決まると考え

られるが，個々の生産物需要決定について経済的

な面だけで内生化することは不可能と思われる.

(e) 地域外からのエネルギーと財:輸入原油，

購入電力や原料，製品の輸入など地域外からの財

の購入と，そのための輸送，貯蔵設備の効率，容

量，寿命や費用，安全性などの諸要因と，その購

入価格や供給信頼性などが関係する部分である.

モデルを考える際重要な点は，購入可能量とその

価格の決定機構の表現であろうが，これは地域内

だけの問題としてはあっかえず，外生化すること

もやむをえないと思われる.

3. エネルギーモデルの構造，方法論とその例

3.1 モデルであっかう項目

エネルギーモデルは， (i) 地域のあっかし、(そ

の規模と数)， (ii) エネルギーシステムの内部構造

(エネルギーの種類や設備)， (iii) 一般産業ブロッ
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クの内部構造(部門分けなど)， (iv) 最終需要ブロ

ックの内部構造(部門分けなど)などの項目によっ

て分類することができる.ある分析を円擦にモデ

ルをつくるとき， (i)-(iv) をどの程度まで考慮す

るかは，以下に述べる例からもわかるように，目

的によっておのずと決まる内生化すべき因果関係

に左布される.

たとえば環境政策の効果を評価するのが日的で

あれば，環境特性はかなり局所的であるため，あ

る程度小さい地域を多数あつかわなくてはなら

ず，エネルギーの輸送を検討するためにも同様で

ある.逆に，エネルギーの技術革新やその価格に

直接影響するような政策を評価するためには，地

域性はある程度無視しても，エネルギーの種類ご

とにその価格などの受ける効果も異なるであろう

し， その結果種別の需要も変化するであろうか

ら，エネルギーの種類や設備は十分詳細にしなく

てはならない.同時に価格による需要変動をあっ

かう必要から，一般産業や最終需要ブロックのあ

っかし、もある程度詳細でなくてはならない. ま

た，経済成長や雇用などの観点からエネルギー問

題をあっかうためには，産業における生産活動と

需要一価格の因果関係が噴要であろうから，これ

らを十分表現しなくてはならない.

3.2 エネルギーモデルで使われる方法

エネルギーモデ、ルで使われる方法は， (i) 線形

計画法などの最適化手法， (ii) 投入産出分析など

の経済分析手法， (iii) 計量経済的なシミュレーシ

ョン手法， (iv) ノ 4 ラメターによるシミュレーショ

ン手法，などに大別できる.

(i)は一般に，多数の技術係数やパラメターを必

要とし，大規模で複雑になりがちで，微細な仮定

や微妙な誤差が結果に竜大な影響を与える危険を

もち，時点断面の静的な表現が普通で動的な問題

には不向き，などの欠点をもつが，技術やエネル

ギー， 1討の代替性を表現するには適している.

(ii) はレオンチェフ流の I/O分析や， ミクロ経

済学的なモデ、ルを使う方法で，今:経済の相関を包

1978 年 1 月号

括的にあっかうには適しているが，普通過去のデ

ータから推定する多数のパラメターを使うため，

短期の問題には適するが，技術や産業構造の大変

革をあっかうには不向きである.

(iii) はマクロ経済的なモデルによる方法で，比

較的少数のパラメターを (ii) と同様に過去のデー

夕方、ら推定するため長期的な問題には不向きで，

技術や政策がパラメターに与える影響も説明がむ

ずかしいが，動的なあっかいも簡単で， (i) , (íi) と

組み合わせて使うのにも適している.

(iv) は，経済の構造やメカニズムを仮定し，そ

のパラメターの変化が結果におよぼす影響を検討

するとし、う方法で，確実な情報を根本としていな

いという欠点もあるが，簡単で自由度が多く，十

分なデータが使えなくても済み，他の方法との組

み合わせも容易であるなどの長所もある.

次節では，おもにこの方法論にしたがって典型

的なモデルを紹介する.、

3.3 エネルギーモデルの例

(1) EPAエネルギー品質モデル 1)

このモデ、ルは， Battelle 研究所が E PA (米国

環境保護庁)の助成でつくったもので， SOX 規制

が米国とその周辺のエネルギー消費パタ{ンやそ

の価格に17・える影響を検討することを目的として

いる.モテ守ルは，石炭，天然ガス，原油などの産

地と精製所や発電所などの分布を考慮して，総コ

ストの最小化をはかる線形計画によって定式化さ

れており，前節の(i)に分類できる.地域のあっか

いは非常に詳細(エネルギー需要238地域，石炭産

地23地域など)で，その問のエネルギー輸送もあ

つかっているが，エネルギーの種類が 10種類(硫

黄含有率による 3 種の石炭，石油各製品，天然、ガ

ス，電力など)で，エネルギー需要部門は全部を

1 つにまとめ，運輸用のエネルギーは考えていな

いなど，かなり荒っぽい点もある.また総エネル

ギー需要は完全に外生的で(したがって価格は需

要に影響しなし、)，エネルギー聞の競合代替は発電

部門と，需要部門(ただし同種のエネルギーの質
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に関してだけ)であっかし、，エ

ネルギーの価格は生産コストと

一定率の利潤の合計としている.

(2) Hudson-Jorgenson モ

デル3)

DRI (Data Resources Inc.) 

が Jorgenson 氏らを中心に開

発したそデ、ルで， Ford 財団の

報告書 rA Time to chooseJ 

などの基礎として使われている.

このモテソレは，国の経済成長と

エネルギ{の需要の関係を明ら

かにすることを目的とし，図 4

に示すようなサブモデルから構

成されている.計量経済的な手

法と I/Õ 分析の融合をはかった

点が特長で，前節の (ii) ， (iii) の両面をもち，投入

係数(価格ベース)も内生化されている.モデルで

は米国の全経済を 4 つの非エネルギ一部門(①

農林漁業，非エネルギー鉱業，建設，(g)石油精製

を除く製造業， ③運輸， ④通信， 商業， サービ

ス)と 5 つのエネルギ{部門(⑤石炭，⑥原油，

天然ガス，⑦石油精製，⑧電力，⑨都市ガス)に

分割し，その聞の経済的関係を表現している.

生産者行動モデルは，マグロ成長モデルから与

えられる資本費，労働費などをもとに，投入の可

分性，技術係数の不変性，完全競争などを仮定し

て，過去の統計データから推定された対数二次形

式の価格可能関数によって，投入係数と生産物価

格を決定する.マクロ成長モデルは，内生化され

た家計，企業ブロックと，外生的にあっかわれる

政府，海外ブロックから成仏政府購入や輸出額

などを定めたとき，消費支出，資本価格，労働価

格などを決定する.家計，企業ブロッグは，おの

おのの行動方程式と，資本ストックと投資，投入

額と産出額，国富，消費財価格と投資財価格，労

働力などに関する恒等式から成っている.生産者

行動モテゃルから得られる 1/0 係数と，マグロ成長

8 
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図 4 Hudson-Jorgenson モテソレの概略

モデルから得られる最終需要と付加価値を使っ

て，通常の 1/0分析手法によりエネルギーを含む

各財の産出額と価格が決定される.従来の多くの

方法と異なり，エネルギー産業も他産業と同様に

価格だけがその行動を定右するとしている点が独

特である.多くの外生変数を必要とし，間接的に

価格に影響する政策(資源や環境の保護政策など)

や技術係数を変化さぜる技術革新(効率の向とな

ど)などをあっかえな L、点が欠点であろう.

(3) Baughman 動的エネルギーモデルむ

NSFの援助でMI Tのエネルギー分析計画グ

ループが Baughman 氏を中心に開発したモデル

で，米国のエネルギ一生産消費における競合代替

をシミュレートすることを目的とし，前節の分類

では(iii) ， (iv)の両面をもっモデルで、ある.エネル

ギーは，石炭，石油，天然ガス，電力の 4 種類，

エネルギー需要は，家庭，商業，輸送，工業用熱

源，工業用動力の 5 部門をあつかっている.本モ

デルの主要部は，エネノレギー供給サフモデノレと需

要サブモデルである.前者は需要をもとにエネル

ギーの価格(電力は平均コスト，その他は限界コ

スト)を決定し，後者は価格をもとに需要を決定
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し，収束するまでくり返される.供給モデルで

は，資源量一定(価格に依存せず)，価格に依存す

る設備投資水準，燃料聞は完全競争などの点を仮

定し，建設の遅れを考慮している.需要モデルで

は，各需要部門ごとの各エネルギー需要を，価格

に影響される部分(利用設備の耐用年数から決ま

る部分と，新規の需要(外生))と，価格によって

変動しない部分に二分し，前者に対しては，エネ

ルギ一種別のシヱアの変化本が価格変動率に比例

すると仮定して(パラメターは過去の時系列デー

タから推定)， エネルギ一種別の需要量を決定 L

ている.このそテ、ルは，価格ー需要の関係は陽に表

現されているが，各部門ごとの総エネルギー需要

量は価格と無関係(外生)としている点が欠点で、あ

ろう.

(4) Kalter パラメトリソク・エネルギーモデ

ノレ 2 ，

パラメターを使った典型的なモデルで，価格変

化によって生ずる需要と供給の変動を同時に決定

できる点が特徴である.その原理は種類のエ

ネルギーについて，→定価格のもとで、の，潜在需要

と潜在供給力，および需要と供給の価格弾性率を

使って，価格変動を求め，これから求まる実価格

と弾約一本から，実需要量と実供給民( Irtrj者は当然

等し L 、)を求める点にある.この方法は，必史:な

パラメターの数が少なく簡潔ではあるが，ハラメ

ター聞の因果関係や政策や技術革新の影響がl直接

描けないなど多くの欠点をもっている.

4. あとがき

スペースの都合でここでは紹介できなかった

が，以との他に多数のモデル5 ， 6ふ札10) がつくられ

ている ((9) を除く全部が最適化モテ‘ル)が，社会の

表現や統合・分割などの点で，まだまだ改良の余

地が数多く残っていると思われる.社会の表現と

は，社会の多目的1''1:や経済的大変革などに関する

問題であり，統合・分割とは，簡潔に短期間で問

題を解決するため，集約形モデ、ル(簡単化したモ

1978 年 1 月号

デル)と大規模モデルを相立に補い合って使える

ようにすることなどである.
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